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 最近の雇用情勢
 平成
 愛知労働局は、「若者対策」、「正社員転換・待遇改善」
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 「航空機生産技能職養成科」訓練コースを開講
 第２回「働き方改革」関係機関連絡協議会を開催しました
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 助成金により設置された事業所内保育施設を訪問しました
 今後予定している主なイベントについて・・・・・・・・・・・・・・・
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※（　）内は死亡者数で内数である。
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就職を希望する障害者の方々と、障害者雇用に取り組んでいる企

業が参加する就職面接会を

橋）、２４日（名古屋地区：愛知県体育館）に実施

場で企業２０５社、障害者６２３名が参加

年々、精神障害者の参加も増えており、精神障害者の方の積極的

な社会参画の姿勢がうかがえました。

 

愛知労働局は、「若者対策」、「正社員転換・待遇改善」
について積極的に取組んでいます！
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～新規学卒者から非正規雇用労働者を出さない！～
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の職業のミスマッチを解消するため、大学と産業界の連携が必要であ

る」との意見が述べられ、取り組みへの理解が示されました。
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年々、精神障害者の参加も増えており、精神障害者の方の積極的

愛知労働局は、「若者対策」、「正社員転換・待遇改善」
について積極的に取組んでいます！！ 

障害者就職面接会を開催しました 

、２月１９日に

セミナーには約３００

田俊宏氏の基調講演、地元企

組みを検討していきた

～新規学卒者から非正規雇用労働者を出さない！～

合同で、中部学生就職連絡協議会（会長校

、大学・短大における正社員就職に向けた取

協力を要請しました。

若者が正社員を希望するのになれない

藤澤愛知労働局長

易な選択によるフリーター等の非正規雇用労働者を出させないように

することが重要である」という訴えを行いました。

会長及び鵜飼名古屋工業大学学長

の職業のミスマッチを解消するため、大学と産業界の連携が必要であ

との意見が述べられ、取り組みへの理解が示されました。

ユースエール認定企業は、昨年成立した「若者雇用促進

に基づき、若者の採用・育成に積極的で、離職率・有

給休暇取得実績などが一定水準を満たし、若者の雇用管理

の状況などが優良な中小企業を認定する制度

株式会社エイエイエスティ

をユースエール認定企業として

した。今後、ユースエール認定企業に対し、情報発信を後

押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用

を支援し、若者とのマッチング向上を図っていくこととし

就職を希望する障害者の方々と、障害者雇用に取り組んでいる企
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という訴えを行いました。

鵜飼名古屋工業大学学長
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満ちあふれ、腕をふるう姿を
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せていくイメージを表現

基調講演をした内田教授
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「航空機生産技能職養成科」訓練コースを開講

～求職者支援訓練として全国で初めて「航空機生産技能職養成科」コースを開講～

☆ 訓練生を募集しています
２月２５日、第２回愛知地域訓練協議会を開催し

労働局、愛知県、高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知

支部による一体的な平成２８年度訓練実施計画を策定

ました。 

計画では、愛知県の

空機産業の人材育成

て全国で初めてとなる

練コースを４月に開講

の活躍推進を図るため、新たに

児サービス支援付き訓練コース

短時間訓練コース

ています。

第３回「働き方改革」関係機関連絡協議会を開催しました

愛知労働局では、

実現に向けての体制強化の

使団体等の実務者による
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あいさつする藤澤局長

「航空機生産技能職養成科」訓練コースを開講

～求職者支援訓練として全国で初めて「航空機生産技能職養成科」コースを開講～
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２月２５日、第２回愛知地域訓練協議会を開催し

労働局、愛知県、高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知

支部による一体的な平成２８年度訓練実施計画を策定
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空機産業の人材育成に取り組み、求職者支援訓練とし
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練コースを４月に開講

の活躍推進を図るため、新たに

児サービス支援付き訓練コース

短時間訓練コースの導入も予定し

ています。 

回「働き方改革」関係機関連絡協議会を開催しました

愛知労働局では、愛知県内の企業が長時間労働や転勤を
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計画では、愛知県の成長産業として期待されている航
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児サービス支援付き訓練コースや

の導入も予定し

回「働き方改革」関係機関連絡協議会を開催しました
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労働局、愛知県、高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知
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ため、局内に「『働き方改革』推進本部」を設置するとともに、地方自治体、労

「働き方改革」関係機関連絡協議会

」プレート 

Ａ３）を無料で送付致します。是非、ご活用下さい。
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「航空機生産技能職養成科」訓練コースを開講

～求職者支援訓練として全国で初めて「航空機生産技能職養成科」コースを開講～
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２月２５日、第２回愛知地域訓練協議会を開催し、愛知

労働局、愛知県、高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知

支部による一体的な平成２８年度訓練実施計画を策定し

成長産業として期待されている航

に取り組み、求職者支援訓練とし

「航空機生産技能職養成科」の訓
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治体５４自治体のうち５０自治体からの賛同

２月１８日に開催した第３

協議会では、これまでの取り組み

度も事例収集、情報発信等を継続、

強化していくことを確認しました。
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「航空機生産技能職養成科」訓練コースを開講します

～求職者支援訓練として全国で初めて「航空機生産技能職養成科」コースを開講～

回「働き方改革」関係機関連絡協議会を開催しました

一律の前提とする雇用管理を見直す「働き方改革」

ため、局内に「『働き方改革』推進本部」を設置するとともに、地方自治体、労

「働き方改革」関係機関連絡協議会を設置して取り組みを進めてきました。昨年２
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～求職者支援訓練として全国で初めて「航空機生産技能職養成科」コースを開講～

回「働き方改革」関係機関連絡協議会を開催しました 

律の前提とする雇用管理を見直す「働き方改革」

ため、局内に「『働き方改革』推進本部」を設置するとともに、地方自治体、労
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「働き方改革共同宣言」

治体５４自治体のうち５０自治体からの賛同

２月１８日に開催した第３回「働き方改革」関係機関連絡
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助成金により設置された

２月９日

育て中の労働者の働きやすい環境を積極的に整備している企業（

の事業所内保育施設を訪問し、

いました。
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育児の相談などもできて助かっている」
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っている」

平成２８年度以降、保育事業の開始予定をしている企業の皆様向
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